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みんなのくらしと公務員

みんなの家のまわりにはいろいろな建物があるよ。
地図記号で見てみよう！

みんなが住んでいるまちにある県や市の建物に○をつ
けてみよう♪

やってみよう

こうむいん

１

国や県、市などの建物で、みんなが、安心して生き
生きとくらすことができるようにお仕事をしている
人のことを「公務員」と呼ぶよ。
私立とよばれる学校で働く人や、会社が運営してい
る施設の人は公務員でないから注意してね。
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うんえい

たてもの



官公署 裁判所 税務署 自衛隊

令和元年にできた地図記号

自然災害伝承碑

みんなの地域で働く、警察官や消防士、学校の先生は
「地方公務員」とよぶよ♪全国に276万人いるよ。
今日みんながいる霞が関のまわりには内閣・国会・裁判
所があって、そこで働く人は「国家公務員」とよばれて
いるよ。

この地図記号は何を表しているでしょうか？

( ) ( )( )( )

みんなのくらしの近くには、公務員がたくさんいたね！

このページのポイント！

クイズ①

博士知識だよ♪

みんなのくらしのまわりには、いろいろな公務員が働い
ていることがわかるね。身近にはないかもしれないけど、
国の建物を表す地図記号はたくさんあるよ。
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かんこうしょ さいばんしょ ぜいむしょ じえいたい



みんなのくらしと国の役割
国では、国会・内閣・裁判所が大事な役割をもって

いるよ。三権分立と言ったりもするね。それぞれにつ
いて、調べてみよう。

国会

法律にもとづいて、
みんなのくらしが
良くなるための仕
事をする。

人と人とのトラブ
ルを法律をつかっ
て解決する。

内閣総理大臣は国家公務員でしょうか？

クイズ②

国家公務員ってなーに？
こっかこうむいん

法律をつくったり、
変えたりする。大
人が選挙で地域の
代表を選ぶ。

内閣 裁判所

２

やってみよう

国会・内閣・裁判所のやくわりを線で結んでみよう！

このページのポイント！

国会・内閣・裁判所には大切なやくわりがあったね。
ここで働いている人を「国家公務員」というよ。
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こっかい ないかく さいばんしょ

ないかくそうりだいじん



国会議事堂

法務省

財務省

経済産業省

霞が関には国会・内閣・裁判所の建物が
いっぱいあるよ。

やってみよう

こども霞が関見学デーで見かけた建物に○をつけよう！
教科書やニュースで見たことがある建物に☆をつけよう♪

農林水産省 人事院 厚生労働省

文部科学省

裁判所
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こうせいろうどうのうりんすいさん

ほうむ

もんぶかがく

けいざいさんぎょう

こっかいぎじどうざいむ



内閣には、たくさんの組織があるよ。どんなことをし
ているか、見てみよう！

内閣ってどんなことをしているのかな？
ないかく

３

文部科学省

外務省

法務省

経済産業省

やってみよう

省庁の名前と仕事の内容を線で結んでみよう！

気象庁 世界中の国とより良い
関係を築く

天気や地震、火山の様子を見
守って災害を防ぐ

こどもから大人まで自分らしく
生き生きと成長できるようにする

2021年にデジタル庁ができたよ！
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人事院

経済を支える会社の応援などみ
んなの未来をつくる

省庁で働く人たちが生き生きと
働ける環境をつくる

暮らしの基本的なルール
づくりや、罪を犯した人の
教育、立ち直る手助けをする

そしき
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他にもどんな省庁があるのか調べてみよう

政府広報オンラインの官公庁サイト一覧→

こども霞が関見学デーのガイドブック→

政府広報オンラインのキッズページ一覧→



国家公務員は日本以外でも働いているよ。
働いている場所に○をつけてみよう♪

国家公務員は全国で約59万人がいるよ。
このうち、国会や裁判所、自衛官として働く人たちな
どを除いた約29万人が内閣（行政）に関するお仕事を
しているよ。
国家公務員はここ霞が関を中心に働いているけれど、
ここで働く人は約５万人で、あとは日本全国や外国の
いろいろなところでお仕事しているよ。

クイズ③

国家公務員がどこで仕事をしているか、見てみよう！

南極

国際連合

ブラジル（日本の裏側）

宇宙

日本では、全部の都道府県にいるよ。

国家公務員は日本各地だけでなく、地球のいろんなとこ
ろで働いているのがわかったね！

このページのポイント！
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こくさいれんごう

国立極地研究所提供



災害がおきたとき、いろいろな人が
協力し合っているよ。

自衛隊
国（災害対策本部）

外国

被災した市区町村

消防、警察など 他の都道府県

水道、電気、ガス、
鉄道、放送局、
日本赤十字社など

他の市区町村

都道府県

被災地

救助活動 避難所開設 ボランティア
による炊き出し

水の提供

災害の時以外にも、ふだんの暮らしの中で、国家公務員や
地方公務員が協力し合って、地域やみんなの暮らしを支えているよ。

報告・要請 支援の実施
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いろいろな省庁が集まって
みんなで対応を考える

さいがいたいさくほんぶ

きゅうじょかつどう ひなんじょかいせつ

４



人事院はどんなことをしているのか
見てみよう！

人事院は、国家公務員の人たちが、いきいきと働ける
環境つくりをしているよ。

②国家公務員になるための
試験づくり

①国の仕事の楽しさ（魅力）
をアピール！

国家公務員として一緒に働く仲間を増やすために、
仕事の楽しさをアピールしているよ♪

国家公務員になるためには、試験を受けて合格しない
といけないよ。その試験で使う問題を作っているよ。

５
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人事院はどんなことをしているのか
見てみよう！

国家公務員のお給料を決めて、毎年内閣と国会へ提出
しているよ。

お仕事をしていると、結婚や出産、病気やけが、介護
などいろいろなことがあるけど、どんなときでも働き
続けられるように働き方を考えているよ。

③お給料を決める

「人事院勧告」をする

④結婚、子育て、いろんな
場面で働きやすい環境
づくり
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じんじいんかんこく

けっこん しゅっさん びょうき かいご



人事院はどんなことをしているのか
見てみよう！

国家公務員が仕事をしていて困ったことがあるときは、
相談にのったり、問題を解決できるように考えるよ。

国家公務員が仕事のときに守らないといけないルール
をつくって、それを守ってもらえるように広めるよ。

⑤仕事で困っている人から
の相談、問題の解決

⑥守らないといけない
ルールをつくって広める
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りんりんが解説☆国家公務員倫理の動画
こっかこうむいんりんり



人事院はどんなことをしているのか
見てみよう！

ほかにも、公務員研修所では、国家公務員になったば
かりの人や、仕事の内容が変わったばかりの人が、仕
事をするときに役に立つことを学んでいるよ。

これから人事院で働く人にインタビューするよ！
もし質問に困ったら、お助けカードをつかってね♪
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楽しかった仕事は
なんですか？

大変だった仕事は
なんですか？

いつ国家公務員を
目指しましたか？

休日はどうやって
すごしてますか？

こうむいんけんしゅうじょ



省

６ 国家公務員にインタビュー！

１，人事院でどんなお仕事をしていますか？
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２， 省ではどんなお仕事をしていましたか？

３，

４，

名前 働いたことがある省庁さん 人事院、

１，人事院でどんなお仕事をしていますか？

２， 省ではどんなお仕事をしていましたか？

３，

４，

名前 働いたことがある省庁さん 人事院、



国家公務員にインタビュー！
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１，人事院でどんなお仕事をしていますか？

２， 省ではどんなお仕事をしていましたか？

３，

４，

名前 働いたことがある省庁さん 人事院、

１，人事院でどんなお仕事をしていますか？

２， 省ではどんなお仕事をしていましたか？

３，

４，

名前 働いたことがある省庁さん 人事院、



人事院の川本総裁へインタビュー！

総裁と２人の人事官だよ。３人が話し合って、大事な
ことを決めているよ。

７
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総裁になって良かっ
たと思う時はどんな
時ですか？

総裁になって大変な時
はどんな時ですか？

有名人に会ったこと
はありますか？

好きな動物はなんで
すか？

これから総裁にインタビュー！
もし質問に困ったら、お助けカードをつかってね♪

総裁は、人事院の代表として、
いろいろなことを決めているよ！

かわもとそうさい

じんじかんそうさい



人事院の川本総裁へインタビュー！
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MEMO

17



国家公務員倫理審査会
のホームページ

人事院ホームページ

人事院キッズページ
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国家公務員や人事院のことを学んでくれて
ありがとうございました。
みんなの暮らしには、公務員がいろいろなかた
ちで関わっているよ。

政府広報オンラインの官公庁サイト一覧

こども霞が関見学デーのガイドブック

政府広報オンラインのキッズページ一覧

きょうみ

こっかこうむいんりんりしんさかい

せいふこうほう

せいふこうほう

かんこうちょう

もし興味を持ったら、もっと調べてみてね♪




